
 

平成３１年３月８日   

ボランティアセンター運営委員各位 

社会福祉法人          

横浜市鶴見区社会福祉協議会   

事務局長   鏑木  克芳   

 

 

第３回ボランティアセンター運営委員会の会議報告について 

 

表記会議を開催しましたので、ご報告します。 

 

１ 日 時 平成３１年２月１８日（月）１０時００分～１２時００分 

 

２ 場 所 鶴見区福祉保健活動拠点 多目的研修室Ａ 

 

３ 出席者 大野委員長、星野副委員長、桑島委員、渡辺委員、須佐委員、 

山本委員、小林委員、佐藤委員 

 事務局 鏑木事務局長、中田事務局次長、金澤、髙井、宮川 

 

  ４ 内 容 別紙の通り 

   



開会 大野委員長 

 

【議 事】 

１．平成３０年度鶴見区ボランティアセンター下半期事業報告について【資料 1】 

  資料 P1～4に基づき事務局より報告した。 

資料１ 

平成３０年１０月１日～平成３１年３月３１日 

 

 

  質問・意見 

  ・星野副委員長 

   まちづくりを切り口とした講座を開催しているのはよいと思う。 

  ・星野副委員長 

   福祉教育のプログラムに手話はあるのか？ 

   ―依頼がくることはよくある。 

  ・小林委員 

   大掃除の講座に参加した。福祉だけではなく、身近なことを切り口としてやることはいいこ

とだと思った。 

   ―参加者の半数は社協に初めて来た人だった。社協ＰＲにもなったのではないか。 

事業 目的・内容 開催日・参加人数等

ボランティア・

市民活動分科会

【定例会の開催】

団体が意見交換できる場として、また事務局からの情報

提供の場として開催します。

平成30年11月15日(木）

平成31年1月17日（木）

　　　　2月21日（木）

　　　　3月22日（金）

大掃除のポイントと

コツ”伝授”します講座

ホームセンターの方を講師に呼び、年末に向けた大掃除のポ

イントとコツを伝授していただく講座を開催しました。ま

た、講座のなかで、家の掃除などの日常生活支援のボラン

ティアの必要性やニーズ紹介をボランティアセンターからし

ました。

12月1日（土）

参加者：34名

新規登録者：2名

あいねっと推進

フォーラムでの

ボランティアコーナー

広く鶴見区民にボランティア活動の情報提供や善意銀行

などについて普及啓発を行い、ボランティア活動者の発掘を

目的に実施します。

平成31年2月23日（土）

平成30年度

鶴見・おもしろ

ゼミナール

魅力ある鶴見をつくるためのまちづくりに関する講座を区役

所と開催しています。

平成30年12月～平成31年3月

受講者数：20名

福祉教育
学校・企業・地域などからの依頼に基づき、プログラム

の提案や講師の紹介をします。
随時

横浜商科大学

ボランティア活動演習

平成31年1月31日（木）に7月下旬からのボランティア活動

の振り返り授業を行いました。

平成31年1月31日（木）

履修者：20名

福祉教育通信の発行

平成30年度に実施した福祉教育に関する報告や本会の目指す

福祉教育に関する記事を掲載し、区内の学や関係機関へ送付

します。

3月8日（金）発行予定

（１）ボランティアセンター下半期事業報告について
（平成３０年１０月１日～平成３1年３月３１日）



 ２．鶴見区ふれあい助成金、つるみ善意銀行助成金配分について【資料２】 

   資料 P2～9に基づき事務局より報告した。 

    資料２ 

【新規立ち上げ】11月申請 

 

【新規立ち上げ】11月申請 

 

【新規立ち上げ】12月申請 

 

1
集い
の場

40,000 ほっとカフェ馬場 非会員

合計 団  体  名 会員種別

申請事業 新規立ち上げ事業　集いの場

ＮＯ
区
分

目的 地域の方が気軽に集える場をつくる。コーヒーを通して交流する。

年間実施回
数

3回（H31.3月から毎月1回）

人数平均 20名

場所 馬場西部自治会館

2
集い
の場

40,000 北寺尾カフェさくら 非会員

年間実施回
数

3回（H31.3月から毎月1回）

団  体  名 会員種別合計

人数平均 15名

場所

申請事業 新規立ち上げ事業　集いの場

目的 地域の方が気軽に集える場をつくる。コーヒーを通して交流する。

ＮＯ
区
分

北寺尾町内会公民館

3
集い
の場

40,000 陽だまりの家 非会員

年間実施回
数

13回（H30.10月～毎月1・2回）

申請事業 新規立ち上げ事業　集いの場

目的 近隣に住む高齢者等が気軽に立ち寄り交流ができる場を提供する。

ＮＯ
区
分

合計 団  体  名 会員種別

人数平均 17名

場所 和風ダイニングSHIN(下末吉）



【新規立ち上げ】12月申請 

 

 

質問・意見 

   ・星野副委員長 

    善意銀行の寄付はどのくらいか？ 

    ―平成３１年１月末時点で４，３０７，５４７円いただいている。 

   ・渡辺委員 

    新規立ち上げ後のフォローはどのようにしているか？ 

    ―申請時に職員がヒアリングをし、立ち上げに向けての助言等をしている。また、その後

もその事業に参加するなどフォローしている。 

    

・星野副委員長 

    地域ケアプラザはそれぞれの団体の活動を把握しているのか？ 

    ―（桑島委員）元々ケアプラザの自主事業であったコーヒーボランティア養成講座から獲

得したボランティアによる団体もある。 

    ―これまでのふれあい助成金制度では４月の受付時まで申請を待ってもらっていた。平成

３０年度の制度改正により、新規立ち上げ団体は１２月まで申請ができるようになっ

た。 

    ―（桑島委員）団体の活動に対する熱があるうちに申請をすることができた。 

   ・星野副委員長 

    ふれあい助成金の制度も少しずつ見直していく必要があるのでは？ 

    ―ボランティアセンター運営委員会で意見聴収しながら改善していく。 

   ・ふれあい助成金説明会では意見聴収もするのか？ 

    ―説明会は主に申請にあたっての手続きの方法の説明を行う。 

 

 

4
集い
の場

40,000 憩いカフェ 非会員

年間実施回
数

3回（H31.3月から毎月1回）

ＮＯ
区
分

合計 団  体  名 会員種別

申請事業 新規立ち上げ事業　集いの場

目的 コーヒーを飲みながら地域の皆さまが交流できる場をつくる

人数平均 20名

場所 馬場町南部自治会館

※「鶴見区ふれあい助成金運営要綱」　抜粋
（助成の決定）
第８条　ボランティアセンター運営規程第１２条に基づき，行うものとする。ただし、新規立上げ事業につ
いては、配分委員会において審査せず、会長決裁とする。



３．善意銀行の配分預託状況について 【資料３】 

  資料 P10～14に基づき事務局より説明し、意見聴収した。 

  はじめに、大口の寄付があったことを報告。 

資料３ 

 

（参考） 

 
 

２．３０年度 1月末 善意銀行残高 

 

 

  

１． 預託金額

受付区分 件数 金額 件数 金額 件数 金額

社会福祉 18 284,451 32 987,080 50 1,271,531

障害福祉
0 0

1 29,500 1 29,500

児童福祉
0 0

2 3,006,516 2 3,006,516

高齢者福祉
0 0

0 0

寄付小計 18 284,451 35 4,023,096 53 4,307,547

４月～９月 １０月～１月 合計

件数 金額

29年度同時期（1月末） 35 1,457,989

29年度末合計 71 2,327,408

２．３０年度1月末　善意銀行残高

29年度繰越金

30年度預託金額（収入）

利息

30年度配分金（支出）

差引残高 14,575,835

12,905,019

4,307,547

69

-2,636,800



３．３０年度 配分金支出内訳について ※1 

 

外出支援：516,000 円、 

区社協送迎：330,000円（年度当初予算） 

 

 質問・意見 

 ・山本委員 

  寄付を受ける立場として、大切に配分してほしいし、配分を受ける側も善意を感じてほしい。 

  ―大口寄付者は子ども食堂のニュースを観て、生まれ育った鶴見で子どもにかかわるところに

寄付をしてほしいと思い相談をしてくれた方で、寄付をお預かりした。これからも善意銀行

の周知を行っていきたい。 

 ・山本委員 

  区社協の重要性が知られてきていると感じる。大掃除講座の開催をはじめ、今後も興味関心を

ひく企画を考え実施してほしい。 

  ―（星野副委員長）大掃除講座の開催をはじめ、発想の転換を行うことは大切だと感じる。 

 

・佐藤委員 

  大口寄付者が観た子ども食堂のニュースは鶴見区の子ども食堂に関するものか？ 

  ―テレビや新聞で取り上げられているものを見て知り、関心をもったとのこと。鶴見区社協よ

り現状を説明したうえで寄付をいただいた。 

 ・佐藤委員 

  大口寄付の配分は来年度に行うのか？ 

  ―一旦、児童福祉への配分金の中に入れ、来年度配分を行う。 

  

その他 

 ・山本委員 

  ボランティアコーディネートの動向を知りたい。 

  ―ボランティア依頼に関しては例年とほぼ変わらないが、個別ニーズの相談が減っている。ケ

アプラザへの相談もあるが、区社協も窓口となることをＰＲしていく。また、活動登録者のな

かには、社会復帰のリハビリの場としてボランティア活動を希望される精神疾患をもった方

や、長期の休み中に活動したい学生などがいる。 

送迎サービス　

つるみ善意銀行助成金
（会員特典、備品修繕・GH立ち上げ）

●各区分団体助成：1,700,800
●新規立ち上げ区分：128,000円
（8件分の合計320,000円の40％）

●会員特典：590,000円
（鶴見区ふれあい助成金助成59団体）
●備品修繕：218,000円
（床修繕200,000＋ガラス修繕18,000）

今年度は配分なし

鶴見区ふれあい助成金

事業名 金額



４．平成３１年度鶴見区ボランティアセンター関連事業計画（案） 【資料４】 

  資料 P15～16に基づき事務局より説明し、意見聴収した。 

 

資料４ 

 

相談・調整・登録 住民からの身近な相談が寄せられる相談窓口として、専任のボランティア
コーディネーターを配置し、ボランティア相談への対応及びボランティア
活動の促進を行います。
関係機関や施設、地域のボランティア団体との連携も踏まえ、ボランティア
センター機能の充実・強化を図ります。

・ボランティア募集依頼・活動希望者の受付
・ボランティア活動・行事保険に関する相談
・機材貸出の相談・受付
・情報の収集・整理
・福祉機材の貸出
・記録・統計・ケース会議(ボランティアコーディネータ会議)の開催
・多様化するニーズの分析や課題検討を目的とした内部研修を開催し、
コーディネートスキルの向上を図ります。

ボランティア講座、研修 ・ボランティアの発掘と育成を図るため各種自主・共催講座を実施します。
・新規および既存の登録者が継続的な活動につながるようにフォローアップの
一環として、ボランティア活動者交流会を開催します。
・新規登録者が活動前にボランティアに対するイメージがしやすくなるように
ボランティアセンターのＰＲを兼ねた施設見学会などのボランティア講座を開
催します。

ボランティア
情報紙・HPの充実

ボランティア情報紙「つるボラ情報」を年３回発行します。
・内　容：ボランティア募集情報、講座・イベント情報　など
・送付先：ボランティア登録者・地域ケアプラザ等関係機関　など
随時、区社協ホームページにおいて、ボランティア募集やイベント等の周知を
強化していきます。

食事サービス連絡会 食事サービスに携わる団体の情報交換や研修の支援を行います。
食事サービス連絡会の創造性・独自性の発揮のため、円滑な自主運営に向けて
の支援をしていきます。

他機関（施設・区民活動
センター等）との連携

より地域の実情を反映できるよう、地域ニーズの収集・分析を行い、
地域ケアプラザや区民活動センター等他機関との情報交換や連携を図ります。
区民活動センターと区福祉保健課と隔月で連絡会を開催し、情報交換を行いま
す。

ボランティア・市民活動
団体分科会

ボランティア団体同士の連携を高めるため、定期的に分科会を開催します。
なお、分科会の開催にあたっては、効率的かつ運営に主体的な参画を得られる
よう、会員とともに内容を検討し実施します。鶴見区あいねっと推進フォーラ
ムにて、「ボランティアコーナー」を設置し、会員の方々と分科会に加入され
ている団体の活動周知を行います。

ボランティアセンター
運営委員会

ボランティアセンター事業や善銀配分を適正に行うため、年３回程度運営委員
会を開催します。
また、より透明性を高めるため、議事録をホームページ上で公開します。

善意銀行運営 善意で寄せられる金品の受付業務を行います。配分についてはボランティアセ
ンター運営委員会により適切に行います。
併せて、善意銀行について分かりやすく示したリーフレットの作成や、寄付者
へのフォローアップまたはじめて寄付をしていただける方の増加を目指し、寄
付金の使われ方をまとめた寄付報告書作成します。地域でのイベントでも募金
箱の設置等積極的なＰＲを行い、善意銀行の理解を図り、寄付の確保に努めま
す。

鶴見区ふれあい助成金
つるみ善意銀行助成金

より豊かな市民社会の実現のために、市民の自発性のもと、鶴見区・横浜市内
で行われる非営利な地域福祉推進事業や障害福祉推進事業を行っている団体に
対し、助成を行います。より多くの団体が活用できるように、地域での生活支
援活動や集いの場などの活動支援の充実を図ります。

ボランティア等　住民活動の推進・支援



 

 

  質問・意見 

  ・区ボラセンだけではボランティアの担い手の発掘は難しいのか？区ボラセンとケアプラザの

連携は行っているのか？ 

   ―（桑島委員）生活支援コーディネーターが区社協とケアプラザに配置されたことにより、

連携が密になり、ボランティア情報がやりとりできるようになりつつある。区ボラセンへ

行く前にケアプラザに相談に来る方が多い。ケアプラザで活動を紹介しきれない時に区ボ

ラセンを紹介している。 

  ・地区社協はどのようにしているのか？ 

   ―（渡辺委員）地区社協はケアプラザとよく連携している。ケアプラザでボランティアを募

って紹介してもらうことが多い。 

  ・小林委員 

   ボランティア活動においては、人間関係はとても大切だと感じる。夏休みに学生が３名、自

分の団体の手伝いに来た。１回の活動で終わるかと思っていたら２，３回来てくれた。それ

がとても嬉しかった。また来てもらうには、活動を続けてもらうにはどうしたらよいかをい

つも考えている。今はいい方向に向かっていると思う。区社協との普段からの付き合いもよ

くしていきたい。 

     

４．その他 

  ・今後の開催について 

    平成３１年度ボランティアセンター運営委員会の開催日時について以下の日時を提案し、

承認された。 

    平成３１年５月２７日（月）１０：００～１２：００ 

 

 

以上   

福祉教育相談・調整 地域のボランティア・地域ケアプラザなどと協働し、区内の学校や企業、一般
区民の福祉理解の向上をめざします。
・福祉教育相談
・講師の紹介
・福祉機材の貸出
・福祉教育プログラムの企画・調整・実施協力
・福祉教育通信を発行し、学校に対して福祉教育相談窓口としてのＰＲをしま
す。

学生ボランティアの
育成・　支援

・大学の授業の一環として、ボランティア活動演習授業に協力するなど、大学
の
ボランティアセンター等と連携し、大学生のボランティア活動の充実を図りま
す。
・中・高校生のボランティア活動の支援を年間を通じて行います。

先生のための福祉講座 市社協・教育委員会主催の講座に、市内1８区社協とともに参画します。
学校等に対する区社協の支援・相談体制について周知します。

福祉教育の推進


